
新篠津村地域おこし協力隊

令和元年度 活動報告会

～ありがとう、また会う日まで～



新篠津村地域おこし協力隊

観光振興推進員活動報告



◎自己紹介

中木 広大
ナカキ コウダイ

【氏名】
【生年月日】

28歳

【出身地】

釧路市⇒下川町⇒滝川市

【学歴】

滝川市立明苑中学校⇒旭川実業高等学校⇒明治大学商学部

【趣味・特技等】

バドミントン・運動をすること

【主な経歴】

＜観光振興推進員＞

【年齢】

1991年8月10日

・大学を卒業後人材派遣会社にて勤務。翌年日本郵便株式会社へ転職し、約１年半勤務。その
後北海道へ帰郷。その後「道の駅しんしのつ推進員」として道の駅で２年、観光振興推進員
として、総務課商工観光係に勤務。

・小学校３年生からバドミントンを始め、現在講習会等で子供たちにバドミントンを指導している。



【観光振興推進員】
として役場内観光協会にて勤務

【道の駅推進員】
として道の駅しんしのつで勤務
２０１７年４月～２０１９年３月

２０１９年４月～２０２０年３月

2018年12月に協力隊1名が諸事情により退任。その後、
イベントの案内やグッズ管理をする人が不在となり、
窓口がいない状態だったので移動を提案。



おこめちゃんグッズ管理

【新商品】おこめちゃんメモ帳

完成してから「ん～メモ帳もいいけど付箋の方がいいんじゃない？」というお声た～くさんいただき
ました！笑
このことについては今後担当するかたにお任せします！



おこめちゃんTシャツ

大好評につき追加発注！！
ご購入いただいているみなさまありがとうございます！

まだの方はぜひ、よろしくお願いします！！



昨年の報告会で・・・

これまでの２年間、たっぷの湯での仕事やバドミントンの方
に追われ、イベントの仕事を他の２人に任せていたところが
あったので、来年度は自分が積極的にイベントに参加し、村
のPRをしていきたいと思います。

っと述べておりました！

と・い・う・こ・と・で

今年度はたくさんのイベントに参加してたくさん新篠
津村のPRをしてきました！！
詳しくは次のページへ！



村内・新篠津村PRイベント
・幸生園まつり（幸生園）
・ふれあい祭り（ふれあいの苑）
・おこめちゃんじゃんけん大会（たっぷの湯）
・成人式
・JP01まつり（地下歩行空間）
・新中宿泊学習（どさんこプラザ札幌店）
・札幌村ラジオ（年度内４回）
・道内コミュニティFM連携企画

【大山慎介の「復活」北海道！」
・石狩フェア（どさんこプラザ札幌店） 等々



青空まつり
１年目⇒おこめちゃんマスコット作り
２年目⇒台風のため青空まつり中止

(村の方々がどれだけ村のことを知っているかチェックするため
「新篠津村検定」を行う予定でした。)

３年目⇒おこめちゃんガラポン＆輪ゴム鉄砲作成・射撃ゲーム

参加してくれたお子さんたちには、輪ゴム鉄砲を自分で作ってもらって、その鉄砲で射的をやってもらいました。
なかなか自分で何かを作って遊ぶというのは機会が少ないので、みんな一生懸命取り組んでくれていました。
ガラポンでは前におこめちゃんTシャツを当てた人がまたTシャツが当たるという奇跡もあり、大いに賑わいました！



ゆるキャライベント

①ゆにガーデン
（５月・６月・９月計３回）

②リトルママ・フェスタ
札幌(初参戦)

③風車まつり(苫前町)

① ②

③



おこめちゃんとの３年間
総集編



おこめちゃんクッキー

２０１８年９月８日発売以来
累計約９００箱の売上！！

（令和2年3月5日現在）

「村のエクレア」・「村のシューク
リーム」と続き、開発されたのが
「おこめちゃんクッキー」
札幌白石区にある洋菓子店「アパレ
イユ」さんと地域おこし協力隊で共
同開発した村の米粉を100%使用した
クッキーです！



おこめちゃんフェスティバルinしんしのつ
～ご当地キャラクター新米パーティー～

・ご当地キャラクター需要を活かしたイベントを開催する事

で、新たな客層を村に呼び込み村のPRを行う。
・数多くのイベントに参加するうちに、自分の村でも
キャライベントをやりたいという定宗隊員の熱い想い!!

「イベントを開催するのであれば！！」
・新篠津村の特産品である「お米」をPRしたい。

・村外からのお客様が減る「秋」にイベントを行たい。

がしかし、イベントをイチから計画したことが無い
私達は何をしたらいいのか途方にくれる日々、、、

毎年ゆるキャライベントを開催している「ゆにガーデン」さんへお話を伺い、様々
なアドバイスを頂いてそれを取り入れながら3人で何度も打ち合わせを重ねました。
「何か足りないものはないか」「天気は晴れてくれるだろうか」「お客さんは来て

くれるだろうか」等々の不安要素を抱えながら運命の日を迎えることになりました。

目的

（2019年活動報告会資料より）



イベント当日の様子

①オープニング ：おこめちゃんのお父さん(?)が登場し開会宣言をしてもらいました！
②PR合戦 ：各キャラのご当地をPRしてもらいました。我がおこめちゃんは同じ米どころの新十津川町さん

(とつかわこめぞー)と勝負をして勝敗は・・・引き分けでした！！
③米袋投げ選手権：米どころにちなみ、米袋(中は空です！)をどれだけ遠くに飛ばせるか！

手が不自由なキャラは良い感じに・・・蹴とばしてました！笑
④じゃんけん大会：キャラたちとじゃんけんをするのですが、手を出すキャラ、体を使って表現するキャラなど様々でした！
⑤集合写真： ゆるキャライベント恒例の集合写真です。

① ② ③

④ ⑤



【厚真町への募金活動】

このイベントには厚真町の「あつまるく
ん」も参加予定だったのですが、胆振東部
地震の影響により来られなくなってしまい
ました。
ゆるキャライベントではいつもお世話に

なっている「あつまるくん」のために私達
が何かできることがないかと考えた際、イ
ベントで募金を集めよう！ということにな
りました。
参加していただいたキャラをはじめ、た

くさんのお客さんに協力していただき募金
を集めることができました。
集まった募金は後日、地域おこし協力隊
3人で厚真町役場へ訪問し、「あつまるく
んのお兄さん」にお渡ししました！



たくさんのイベントに参加！Part１（村内）

①
② ③

④ ⑤

①産直市場イベント

②たっぷの湯じゃんけん大会

③盆踊り

④ふれあい祭り

⑤成人式



たくさんのイベントに参加！Part２（村外）

① ② ③

④ ⑤ ⑥
①全国ゆるキャラ大集合
in苫小牧

②北海道物産展(東京都中野)
③さっぽろ雪まつり
④レバンガ北海道応援
⑤王子イーグルス応援
⑥さっぽろビアガーデン



おこめちゃん仮装シリーズ

２０１７年ハロウィン仮装 ２０１８年ハロウィン仮装

２０１９年ハロウィン仮装

２０１８年某キャラの誕生会にて
（クリスマスツリーをモチーフに）

2017年の仮装でお客さんにはインパクトがありすぎて悲鳴が
あがってました！
いつも「可愛い♪」と言ってくれている人もこの日は「怖い！！」
というギャップが激しいみたいです！笑
ツリーに付いている札は、当日参加したお客さんにクリスマスにち
なんで欲しいものや願い事等を書いて付けてもらいました！
そんなおこめちゃんの仮装に今後も期待したいと思います！

そんなおこめちゃんからメッセージが！！NEXT⇒



おこめちゃんからのメッセージ①

みなさん、こんにちは。しんしのつのおこめちゃんです。
3年間、地域おこし協力隊のお兄さんたちにはとってもお世話になっ

たので、お礼の気持ちも込めて、おこめちゃんからも一緒に過ごした３
年間の思い出をお話ししたいと思います。

地域おこし協力隊の皆さんと３年前に一緒に活動するようになってか
ら、それまでも太鼓は得意だったけど、バドミントンを一緒に練習した
りして素振りは大得意になりました。

ラインスタンプを一緒に作れたのもとっても嬉しかったし、今や新篠
津村イチオシ商品の、「おこめちゃんクッキー」を開発したのも、地域
おこし協力隊のみんなです。箱もクッキーもとってもかわいいし、村の
お米を使っていて、サックサクでおこめちゃんも大好きです。



また、村内外のイベントで村のPRをして、新篠津村をたくさんの人に知って
もらえました。

一昨年は、おこめちゃんのお友達を新篠津村にご招待して「おこめちゃん
フェスティバル」ができたのがとっても嬉しかったし、毎年遊びに行っている、
ゆにガーデンでのハロウィンイベントではおこめちゃんはちょっぴり怖い仮装
が恒例で・・・普段と違う雰囲気でおこめちゃんも、ドキドキでした。

今年度の産直市場オープンイベントでは、昨年度にも一緒に遊んで仲良しに
なったお友達が、おこめちゃんに手紙を書いてきてくれて・・・おこめちゃん、
とっても嬉しくてこっそりウルウルしてしまいました。ずっと仲良しでいられ
たらいいなぁ。

それから、村をPRするイベントではないけど、一昨年に「新篠津村音楽祭
♪」っていう音楽のイベントが自治センターであって、おこめちゃんも盛り上
げ係で参加しました。それまで、あまり村では歌や楽器を演奏するイベントは
なかったので、とってもいい思い出です。

おこめちゃんからのメッセージ②



この３年間どれもこれも本当に楽しかったなぁ～！
改めて、河井さん、中木さん、地域おこし協力隊

ご卒業おめでとうございます。
これからも、一緒に新篠津村を盛り上げていこうね！

おこめちゃんからのメッセージ③



河井さん腕がぁ～（>_<） 中木さん！しっかりPRお願いね♪
あつまるくん(厚真町)
ようこそ新篠津村へ！

お友達と観客になっています♪ チカホはよく行くので
みんな会いに来てね(≧v≦)

雪まつりでは得意の太鼓を披露したよ♪

地域おこし協力隊のみんなのおかげでたくさんの経験をして
たくさんのお友達ができたよ♪



地域おこし協力隊としての３年間

あっという間の３年間。１年目に乗ったグライダーや２年目の札幌ビアガーデン
でのPRイベントがつい最近やったかのように覚えています。
２年間はしんしのつ温泉たっぷの湯でフロント業務を。フロントでの勤務はとて

も大変でしたが、いつもの常連さんや業者さんに顔を覚えてもらい、職員の方にも
とても良くしてくれたので、充実した日々を送ることができました。
３年目は観光協会でイベント対応やおこめちゃんグッズの管理。実際にイベント

準備をするにあたり、普段お客さん側にいた自分が裏方の仕事をしていると思うと、
とても楽しく、又たくさんの貴重な体験をさせていただきました！
観光パンフレットと移住定住パンフレットを作成するときは、飲食店や村の方々

にご協力いただき、満足のいくものとなりました。ありがとうございました！

最後に１つ思ったのが、若手職員のマナー講習や施設への出向等現場での経験を
早い時期にさせられる機会を設けてあげると、本人たちの社会勉強になるのかな～
と思いました。(あくまでも民間企業を経験してきた中木個人の見解です。)



新篠津村農協職員
になります！

今後は農協職員として、農協のために働いていきます！
また、プライベートでバドミントンは続けるので、友人等に村

に遊びに来てもらい、色んな人に新篠津村を知ってもらいたいと
思います。
今後とも、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

今後の進退について・・・



新篠津村地域おこし協力隊

農商工連携推進員活動報告



◎自己紹介

河井 啓太

カワイ ケイタ

【氏名】 【年齢】

38歳

【出身地】

函館市五稜郭（5年）⇒札幌市東区（30年）
⇒新篠津村（3年）

【経歴】

北海学園大学⇒某大手食品スーパーの青果担当者⇒某業務用食材卸の小売店

【特技・資格等】
北海道フードマイスター、道の駅スタンプラリー完全制覇

【志望動機】

＜農商工連携推進員＞

特産品、北海道食材、農産物を売りたいという想いだけで応募。



○お声がかかればどこへでも。

以下、2019年の活動報告会より

◎まずはしんしのつ産直市場の売上を昨年以上に！！

※売上は右肩上がり。しかし客数は昨年産直初の減少に…。

・イベントの更なる充実と集客に向けたPR活動
・村外での野菜販売。・ふるさと納税の企画。

その他にも…
4月末（オープン時）からの大型連休や10月からの増税の対応

昨年多かった地震や台風等の災害時のマニュアルが必要では？

キャッシュレスへの対応は？

レジ袋の削減に取り組むべきでは？

●今後の進退を…

☆前年度の目標を振り返る 成果は…？？

目標未達（売上・客数共に減少）

秋の収穫イベントは充実化、ふるさと納税企画増。
村外野菜販売は減。

大きな対策等無し。

現状維持（現金のみ）。ただし、例年以上にお客様からの
「カード使えますか？」という問合せが多かった。

特に作成されず。

現状維持（無料配布）。ただし今年の7月から有料義務化。
対策は必須。農業もクリーンを前面に出しているのだから
環境に配慮する面でも、踏み込んだ事をしても良いのでは？

お声掛けいただいた方々、ありがとうございました‼

最後の方で発表致します‼



1.北海道くらし百貨店『新しのつ村フェア』

◎イベント参加の経緯

2019年のさっぽろ雪まつり会場内に設置された札幌市・札幌スタイル機構が主催した『札幌スタイル+

ブース』に観光協会を通して村の特産品を出品。その際に売れ行きが良かった等の理由でブースを運営す

るサッポロドラックストアー側から、今回のフェアの打診があった。

・フェアの期間…2019年5月16日～2019年8月15日

・場所…ノルベサ1F北海道くらし百貨店札幌ノルベサ

・取扱商品…新篠津村特産加工品及び野菜の46アイテム

合計約60万円の取引。

・その他にも千葉県にある「ららぽーと柏の葉店」にも

アスパラを出荷。

・商品関連の窓口として、バイヤーと連絡を取り商品を納品。

▲大変だった事…

店舗に在庫スペースが殆ど無かった為、毎週発注と納品があった。
38年の人生で一番「すすきの」に通いました…。



2.ふるさと納税関連業務

◎ふるさと納税が産直市場の管轄であるのを活かし、産直市場が取扱う野菜やお米をふるさと納税の返礼品として

使用。2019年度は4種類の返礼品を企画した。またまだ返礼品として出していない村内加工品業者に声掛けを行

い、新しい返礼品として採用する。以下、産直野菜を使った返礼品の種類と成果。

[№5833-0133]極甘とうもろこし2種入り！
しんしのつ産直市場・人気夏野菜セット！！

25件限定20件で

[№5833-0134]新米ゆめぴりか入り！
しんしのつ産直市場・人気秋野菜と新米セット！！

限定20件で 17件
※締切前に定数に到達した為5件追加 ※定数に到達せず…

[№5833-0135]北海道の美味しいを年4回お届け！
しんしのつ産直市場の人気野菜・果物！！

寄附金額
40,000 円
以上の寄附でもらえる

限定20件で 19件
※20件の申込で1件キャンセル

[№5833-0167]甘くて美味しい！！
希少品種入りじゃがいも3品種セット計約15kg

8件 ※農家さんには4回セットの
じゃがいも・かぼちゃを依頼

※Point

珍しい野菜より道外の人達が好きであろう定番の「ザ・北海道」
の野菜を前面に出した。
また何が入っているか全くわからないより「必ず○○は入ってい

ます」というのを明確にし、数多くある野菜セットの中から目を引
くようにタイトルを考えた。



米の返礼品が非常に人気。他の自治体でもやっていた3・6・12ヶ月連続で発送する返礼品を「とりあえずやってみよう」とい
う感覚で始めた。結果的に6・12ヶ月が米の返礼品の約8割を占めている。お米の発送だけで1,600件以上あったが、これらに村
のパンフレットを同梱。1つのイベントで1,000枚ものパンフレットを配るのは不可能に近く、これらは良い宣伝ツールにもなる。
新篠津村に寄付をするということは、村に多少の興味があるはず。

◎野菜セットのメリット

ある程度纏まった数量の野菜を、場合によっては産直の価格より高く設定できるので、農家さんへのメリットは大きい。

野菜セットは天候不順による野菜不足時に作るのが大変で、一昨年は注文数を発送するのに相当の時間を要した。また事前に農
家さんにお願いしても発送時に間に合わない等の万が一に備える必要がある。
野菜セットに入れる物は何でも良いという訳ではない。野菜の質・貰って喜ばれる種類などを考慮しなければならない。野菜選

定や梱包に作る人のセンスが問われる。変な物や期待外れの物を送っては産直及び村の評価が下がってしまう。

▲野菜セットを作る難しさ

○お米の返礼品

新旧 ※返礼品の箱に貼るシールも
地域おこし協力隊が新たに
デザイン‼

※左が夏野菜セット・右が新米と野菜
この中に村のパンフレット、野菜の説明書

しんしのつ産直市場の紹介文・新篠津村の農
産物の特徴・とうきびの茹で方等を記載した
紙を作成し同梱した。

① ②



3.その他活動～2019年度～

①どぶろく製造見学＆お手伝い ②トマト鍋会参加

③物販

新篠津村の加工特産品のひとつ「新しのつのどぶろく」の製造を2週に渡って見学。
瓶詰めのお手伝いもさせて貰いました。

北村農園さんとパイオニアエコサイエンスさん
主催のトマト鍋会には3年連続で参加しました。

産直市場の野菜を販売したのは1度だけでしたが、夏に厚別公園で販売させて貰いました。
その他にもＪＡ新しのつが参加する物販に販売担当として呼んでいただきました。

⇐厚別公園での物販
（厚別公園夏祭り）

札幌市役所地下食堂⇒
での物販（いしかり
とれたてマルシェ2回）

さっぽろ地下歩行空間での物販
⇓（JP01まつり）



4.その他活動～3年間の総括～

①小学生の稲刈り体験でお手伝い
②田舎風手作り味噌作りのお手伝い
③北村農園さんで開催された「トマトフィールドデー」参加
④キムチの造り家さんで研修＆試食を兼ねた勉強会
⑤ポールスター札幌で開催された江別と合同物販で野菜販売
⑥さっぽろ創世スクエアで物販のお手伝い
⑦チカホで物販のお手伝い

① ②

③

⑤

④

⑥

⑦



5.しんしのつ産直市場業務

①2019年の産直市場での活動

・売れ筋野菜の確保…産直のメイン路地アスパラ農家さんが止めてしまったので、他の農家さんに代替えを依頼。

その他に産直常連の野菜卸業者要望の野菜の作付を農家さんに依頼。

・イベントでの取組み…リニューアル「大法螺」販売強化。周年イベント・新米イベントの強化。

・ふるさと納税…野菜セットの新返礼品作成（詳細は前述）。

・友好都市特産品の取扱い…加工品の出荷者が減った為、売上の確保と他の道の駅でも取組んでいるので導入。

・売上に関しては産直初の前年割れ。客数は2年連続減。詳細は後述…。

①4月27日産直オープンに合わせてリニューアルした大法螺を大々的に販売。
②③昨年も好評だった周年イベントの「ベジフルカッティング」と『野菜福箱』
④⑤友好都市である湧別町の特産品は、キャンプや車中泊客をもターゲットに

した商品選定。

※大法螺は当初、5月に発表と試飲会が開かれる予定だったが、ゴールデンウイークに販売したかった
事から4月の産直オープンに間に合うようにしてもらった。

①

②

③

④

⑤



②新米イベント『新しのつ新米大収穫祭 with あつま』

・開催の経緯

当初、前年初開催したご当地キャライベント『しんしのつのおこめちゃんフェスティバル』の第二回開催を目指していたが
多くのキャラが他のイベントとバッティングして集めることができずに開催を断念した。
しかしその中で参加表明をしてくれていた厚真町の『あつまるくん』は、昨年のイベントに参加表明していたにも関わらず

震災により参加できなかったという経緯もあったことから、昨年のリベンジと復興応援の意味も込めて、新米イベントに出て
もらい、物販をしてもらおうという事になった。

・イベント内容

○新米新しのつ米・GABA米試食販売・じゃがいも詰め放題・みそ煮込みおでんの素試食販売

「あづまジンギスカン」をはじめ、ハスカップを使った加工品等、厚真町の特産品を販売

イベントは好評でジンギスカンは午前中で完売。その他の特産品もほぼ完売した。
新米・GABA米の販売も好調で、産直市場の売上自体も前年比で117％達成。

ガラポンくじ実施・おこめちゃんブース物販・店内テイクアウトカフェで新米使った丼販売

個人的な狙い…ジンギスカン+米＝最高‼（新米とジンギスカンの組合せで売れない訳がない‼）



6.しんしのつ産直市場業務～3年間の総括～

①3年間で改善及び実行したこと

・POPの変更…簡単な商品説明を記載したPOPを作成し、従業員の負担を減らす。

・ふるさと納税関係…産直市場の野菜を使った返礼品を企画。観光パンフレット配布他。

・宣伝関係…Facebook産直ページ開設。イベント配布用産直チラシ作成。QRコード作成。札幌広域圏ラジオ出演。
各種イベントステージでＰＲ。ポータルサイト更新依頼。ロードマップ・じゃらん掲載記事作成。他

・イベント…年2回終日開催とイベント内容の充実化。開催内容の早期決定。野菜福箱作成等。

・事務所レイアウト…無駄なスペースを無くし、朝の混雑時でも人が行き来ができるように改善。また、従業員ロッカーが周りから
見える配置だったので、極力外から見えないように変更。

・売場レイアウト…陳列台の向きの変更。冷蔵ケースの常温スペース化他。レジ回りのスペース確保。

・村外での物販…札幌のチカホやポールスター等で野菜販売を実施。今年はJP01まつり・厚別夏祭り・いしかりとれたてマルシェ2回。

・友好都市湧別町の商品取扱い…湧別町の商工会経由で業者様を紹介してもらい、商品を導入。カレーに関してはＪＡ経由で導入。

・メロンシール作成…産直市場で購入いただく際に、新篠津のメロンであることがわかるシールは無いの？との声にこたえ作成。

・シェフへの野菜提供…石狩振興局の事業で札幌のレストランに野菜提供。

・受注ノート作成…従業員の情報共有化。お客様の注文品は誰でも対応できるようにする。

・従業員向け産直ルール及びマニュアル案作成（今後これを叩き台として活用して欲しいです）

大きな島だった陳列台を
小さな島に変えて向きも
変更。買い回りしやすい
ように変更した。

無駄に広かった冷蔵スペースを
電源を落として常温売場に変更。
また食べ物系や村内の加工品を
ジャンルごとに集約することで
見やすい売場に変更した。



②3年間の売上・客数の推移

年　度 営業日数 売上前年比 客数前年比 客単価 客単価前年比

2017年（1年目） 191日 101% 103% ¥1,003 98%

2018年（2年目） 197日 104% 99.9% ¥1,046 104%

2019年（3年目） 198日 98% 97% ¥1,062 102%

・様子見の1年目 …客数が過去最高を記録したが、単価は16年以降で一番低い。イベント等に力を入れなくても
物さえあれば達成できるしんしのつ産直市場の上限と感じる。

・新しい取り組み豊富な2年目…終日開催イベント実施。夏の周年イベントでは1日の過去最高売上を記録。客数は産直
初の前年割れ。売上・客単価は過去最高。震災以降のイレギュラーな事案があった為
に大幅に売上が伸びた部分もあるが、やったことに対する結果が出た印象。

・集大成？？暗転の3年目…売上が産直初の前年割れ。客数は昨年に引き続き減少。客単価は過去最高。1年目の2017年
比で売上102％。客数は1年目に比べると大幅に減っているが、それでも売上を確保できてい
るのはプラス材料。11月の降雪がなければ違った結果に。

③しんしのつ産直市場の課題＝客数の減少は深刻？

・周辺直売所の影響…当初は影響がないと思われていたが、無いと言い切れない。実際、今年度は篠津の野菜の駅を
数回視察したが、産直より安い価格設定で売られていた。

・周辺施設の利用者減…産直市場はたっぷの湯や道の駅利用者、キャンプ・ゴルフ客の恩恵を受けている部分が大き
い。産直の客数減少＝周辺施設の利用者減も考えられ、周辺一帯のテコ入れが必要かも？



④しんしのつ産直市場の今後は？？ 客数は減っても単価はまだ伸ばせる可能性あり

今までは来るお客様を待つだけの商売だったが、アプローチをする商売を実施すればまだまだ単価は伸ばせる。

現に美味しかったからと頻繁に送りの依頼があったのに、翌年は全く注文が来なかったというケースもある。

そういったお客様を把握し、時期が来たらこちらからアプローチをかけることで確実な固定客にする必要があり、

そうすることで計算できる売上げを確保できると思う。また早い段階から農家さんと打合せができるので、店舗

に並ぶ在庫に影響を与えずに野菜を用意できる。お客様は自分のことを覚えてくれているのがわかると嬉しいし

口コミで新たなお客様が増える可能性もある。

固定客（リピーター）が増えてきているのは3年間通じて感じた。定期的に来店されるお客様や毎年特定の農産
物を注文するお客様、定期的に野菜を送ってほしいといった送りも増加している。

送りや受注をくれるお客様は、量も多くて購入金額も大きい。来店回数の多いお客様もまとめ買いがほとんど。

注文顧客を把握する為にも前述した受注ノートが必要

〇注文をくれるお客様を分析すると…

意外と近隣からのお客様が多い（当別・岩見沢）。私を含めて札幌に目が行きがちだが、週末は札幌が多いが
気軽に来店してもらう事を考えると岩見沢等、近隣に新聞折り込みを入れた方が平日の利用も含めて増える可能
性がある。札幌だと何週間に1回の利用だが、近隣だと週1回以上の来店が期待できるのではないだろうか。

※これらはあくまでも河井個人の考えです。3年間働いて感じた可能性を述べているだけです。



⑤3年在籍して感じた産直市場の良いところ

・自由度が高い…出荷しやすい環境の為か、農家さんを含めて出荷者さんのモチベーションが高く、

毎年のように新しい品種のものが出てくる。加工品に関しても毎年新商品が出る。

農産物だけでも360アイテム以上（2019年）今の産直市場の一番の魅力。

⑥3年間在籍して感じた産直市場の悪いところ

・自由過ぎる…すべての人ではないが、縛りがなさ過ぎて何でもありな印象が強い。これを出すのはどうなの？

という野菜も少なくはない。

実際、クレームになる場合もあるが、お店にお叱りの言葉を言ってくれるのはごく一部。滅多に行かない場所で

あれば尚更で、その人にとっては悪い印象しか残らない。また今はインターネットで評価が広がる時代。⇒客数減

少の要因になりかねない。危機管理として、必要最低限のルールは明文化して欲しい。従業員も店長も撤去に躊躇。

やり辛さを感じています。

※従業員の管理にしても同じで、ルール・マニュアル等の決まりごとが無さ過ぎて管理し辛い。
実際、従業員に対するクレームもある。安全面も考えてなんらかのルールは明文化し管理した方が
良い。 前述したルール及びマニュアル案は事務局に提案しており、昨年在籍していた従業員

には周知しています。

※合同会社から農協へ移管した今が、新しい取組みを行う絶好のタイミングだと思います。
これらのルールは従業員や出荷者さん、そして管理する農協を守る意味合いもあります。



7.3年間の活動を終えて

しんしのつ産直市場はまだまだお店としては発展途上だと思います。その分非常にやり甲斐があり、
2018年のイベント改善や営業日数延長、ふるさと納税野菜といった改革が数字に反映された喜びはモ
チベーションが高まる結果でした。数字でみてわかる通り、手の加え方によってはまだまだ伸びる要
素があります。農家さんや加工品の出荷者さんには末永く、そしてたくさん良い商品を作って産直に
出して欲しいです。そして店長、次期地域おこし協力隊には新たなアイディアで、事務局にはしっか
りとした管理体制と現場の意見を大事にし、より良い店づくりを行って欲しいです。

①今後のしんしのつ産直市場へ

③最後に

道産食材を売る仕事がしたい‼という想いで地域おこし協力隊になりましたが、様々な企画・アイ
ディアを取り入れて貰う等、新しい経験を積むことが出来ました。出正直なところ、思っていたこと
と違うと思う部分もありましたが、出荷者さん達からも良くして貰い、非常に楽しかったです。
私が考えたアイディア等で少しでも出荷者さん達が潤ってくれていれば幸いです。前述した通り、

まだまだアイディアと良い商品を出荷していただければ、売上は伸びます。まだ伸びるんだぞ‼とい
う事を3年間の結果で伝われば役目を果たせたかなと思います。

②道の駅（しのつ公園含む）について

キャンプや車中泊のお客様の増加に伴い、『ごみ』のポイ捨てが増えている気がします。また、公
園内の清掃（ゴミ拾い）等が行われていないのでは？と感じられることも多々あります。またゴミが
捨ててあることで、「捨てても大丈夫」という悪い連鎖も起こってしまいます。気が付いたゴミを我
々が拾うだけでは限界があります。ここは村も含めて皆で考えて貰いたいです。（マナー全般）



8.今後について

あっという間の3年間でしたが、大変お世話になりました。
本当にありがとうございました‼

役割は違いますが、これからも一緒に新篠津村を盛り上げて行きましょう‼

前述した通り、道の駅で野菜を含めて特産品を売りたいという想いだけで地域おこし協力隊になった
こともあり、今後もしんしのつ産直市場の運営に携わり、まだまだやり残したことをやれればという気
持ちもありましたが、違う形で新篠津村へ人を呼びたい、美味しい物を味わって貰いたいとの想いから
産直市場横のフードコートでお店をやることを決意し、計画を立てている状況です。
現在は過去の仕事の繋がりを利用して、いろいろ勉強している段階です。目標としては夏休み前には

オープンできればと考えております。（新型ウィルスの影響もあるので、何とも言えませんが…）
今後の動向はＳＮＳ等で発信していきますので応援の程宜しくお願い致します。

※しかし…ひとつ伝えなければならない残念なお知らせが…

今後、変化する生活環境の中で、どうしても条件に合った居住が村内になかった為、しばらく村を出る
事になると思います。大変心苦しいところではあります…。しかし村で仕事を持ちながらも同じ境遇でや
むを得ず村を出ている人が他にもいると聞きます。将来的には村に戻って来たいと考えています。その為
にも、まず今後の新しい取り組みが軌道に乗るように頑張ります！！



令和元年度

地域政策推進事業

「カムバック＆ウェルカム・イシカリ事業」

の取組について

石狩振興局地域政策課



カムバック＆ウェルカム・イシカリ事業とは

地域ニーズへの対応・地域活性化、学生の地域への愛着醸成や実践力の養成を
図るため、さっぽろ圏の大学生と地域おこし協力隊の連携のもと、学生がその
柔軟な発想や専門能力を活かした地域活動に取り組むもの。

平成29年度

観光ＰＲ動画の撮影

（北海道情報大学）

平成30年度
新たな冬のイベントの企画

（札幌国際大学）



今年度は「イベントブースの作製」

地域の魅力が伝わる

ブースをデザインしよう



北海学園大学での説明会(9月20日･24日)

経済学部地域経済学科 西村教授のご協力により
学部、学年に関わらず広く参加者を募集

→有志７名が応募



○メンバー紹介

法学部法律学科 ３年 新山 侑加

経済学部 １年 荒井 日奈

人文学部日本文化学科 ２年 只津 心丈

経済学部地域経済学科 ２年 小森 広史

法学部政治学科 ２年 齊藤 聖人

経済学部地域経済学科 ３年 佐藤 舞奈香

経済学部経済学科 ３年 小田 周英



１ 現地調査

２ 打ち合わせ①

３ 打ち合わせ②

４ デザインの完成

５ 新篠津村の「いいところ」を大学生が

ＰＲするイベントの開催

活動内容



１ 現地調査（11月6日･10日）

令和元年11月

産直市場や浮島、造り家（キムチ屋）などを見学

最後に各自が取材した村の魅力について発表



２ 打ち合わせ①(11月13日)

コンセプトの決定

新篠津村とは
「都心に近いのに自然・食べもの豊富で、人が優しくあたた
かい、札幌から一番近い村」



３ 打ち合わせ②(11月27日･12月11日･12月18日)

デザインの決定

・コンセプトをもとにデザインに

必要な要素（色や雰囲気）を決定

・各自でデザインし、
意見交換をしてデザインを決定



４ デザインの完成(2月4日)



５ 新篠津村の「いいところ」を大学生が
PRするイベントの開催(2月10日)

ブースを披露する場として、
HTBのOnちゃんテラスでイベントを開催

オープニングセレモニー（除幕前） （除幕後）



手作りのポップで商品紹介

参加学生による試食販売や
呼び込み

販売の様子



ありがとうございました


